
フォニックス一覧 ver. 2.0

母音の発音

A a 口を横に開いて「エー」と言う。そのままあごを下げながら「ア」と言う。「エ」と「ア」の中間音。

ant, apple, alligator, angry, map, cap, hand, sad

E e 口を横に思いっきり開いて、短く、強く「エッ」

egg, seven, elephant, end, men, net, neck, test

I i 口を横に思いっ切り開いて、短く「イッ」

in, inch, image, ink, pin, sink, win, print

O o あくびをするように口をたてに大きく開けて、ノドの奥から「ア」と言う

box, holiday, top, body, lot, copy, object, pond

U u 忘れ物に気づいたときのひとり言の小さな「アッ！」口をあまり開けずに、ノドの奥から「アッ」

up, uncle, umbrella, study, butter, lunch, cup, Sunday, jump, lucky

_a_e 強くはっきり「エイッ」。最後のeは発音しない。

ape, blade, cave, fame, male, make, race, take, wave

例外：_are の場合は「エア」。「エ」は口を大きく横に開き、そのままの口でノドから「ア」 rare, care, dare, fare

_i_e 「アイ」。最後のeは発音しない。

five, hide, kite, pride, slide, smile, time, wide, wine

_o_e 「オウ」。最後のeは発音しない。

bone, home, joke, pose, role, rope, smoke, stone, tone, vote

例外１：次の語は口をあまり開けずに「アッ」 some, come, none, done

例外２：_oreの語は、「オ r 」。口を丸めて「オ」、そのままの口で、ノドの奥から「 r 」。 bore, more, core, sore

例外３： lose は「ルーズ」
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子音の発音 注）無声音・・・発音する時に、ノドを触ってみて、ノドが振動しない音

b 口を閉じて、はじくように「ブッ」（ノドが震える）

bed, big, boy, book, best, balloon, absent

c （a,o,uが続く場合か語末） k と同音 cat, candy, cure picture, core, picnic

（e,i,yが続く場合） sの音 center, cigarette, cinema, circle, city, bicycle, rice, cycle

d 前歯の裏側に舌先をあてて、ノド奥から低く「ドゥッ」

day, dog, doll, desk, red, kid, world

f 大きなスマイルの口で、前歯を軽く下くちびるにあてて息を吐いて「フッ」無声音

fire, farm, fork, fan, gift, beef, half

g （a,o,uが続く場合） 舌の付け根あたりで低く「グッ」 get, gold, golf, game, give

（e,i,yが続く場合） jの音 general, giant, ginger, gym, energy, stage

h 暖かい息を出す「ハー」を短く「ハッ」無声音

hat, hand, hello, honey, head, hair

j くちびるを丸め、前歯の裏に舌先を軽くあてて、強く低く「ジュ」

jet, jump, Japan, join, juice

k 舌の付け根あたりでするどく「クッ」

king, kitchen, pink, Greek, key, speak, ketchup

l 前歯の裏に舌先を軽くあて、舌先を離しながら短く「ルッ」

lion, letter, left, London, fly

m 口を閉じて「ンー」、口を小さくはじくように開いて「ム」

make, meat, mother, room, dream

n 口を少し開き、前歯の裏側に舌先をあてて「ンヌ」

net, news, nine, nose, turn, ten, Nancy
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p 口を閉じて、はじくように「プッ」（ノドが震えない）無声音

post, pen, pillow, top, mop, soap

r 口笛を吹く口で、下をノド奥に向かって丸めて「ゥル」

run, radio, rice, rocket, hero, prince

s 口を軽く開き、ガス漏れの「スー」無声音

say, song, seal, east, disk, festival

t 前歯の裏側に舌先をあてて、舌打ちするように息だけ吐き出し「トゥッ」無声音

toy, telephone, stone, list, hit, boat

v 大きなスマイルの口で、前歯を軽く下くちびるにあてて、おなかに力を入れて「ヴッ」

van, victory, very, seven, five

w 口笛を吹く口で、短く「ウッ」、くちびるを元に戻しながら「ゥワッ」

well, wild, watch, window

x 息の流れだけで、「クスッ」無声音

mix, fix, six, ox, text, Texas, next

z s を発音する状態で、強く短く「ズッ」

zoo, zero, zipper, zone, lazy, size, prize, quiz

y 日本語の「嫌いや」の「イ」を弱くし、短く一音で「ィヤ」

yes, yen, year, young, yet, yellow

２文字の子音で一つの音

CH 前歯の裏に舌先を軽くあて、息だけでノドを震えさせずに舌打ちのように「チッ」無声音

church, chair, chance, chime, French

例外①： k と同じ音： chorus, stomach, character, Christmas, school, chemistry, echo
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例外②： sh と同じ音： chef, machine, parachute, chic

ck cおよび kの硬い音と同じ音無声音

neck, check, black, pick, quick, pocket

gh&ph f と同じ音無声音

tough, enough, laugh, photo, phone, trophy

例外： ghはまったく発音しない場合もある： through, high, eight, night, sight

ng 鼻から音を抜きながら、一音で「ング」

sing, song, bring, young, morning, finger, jungle

qu 口笛を吹く口で、短く一音で「クウ」

quiz, quit, queen, quick, question, square, quest

sh 口を丸くすぼめ、たくさん息を出しながら「シュ」無声音

short, fish, dish, shadow, shift, she, shoes

備考： tiや ciが shの音になる場合： international, generation, patient, commercial, magician

th 前歯で舌先を噛んだまま、すきまから息を吐き出しながら舌を引っ込めて「スッ」か「ズッ」

「スッ」 think, thank, theater, birth, teeth

「ズッ」 this, that, they, clothe, with, other, together

wh hwのようにつづりをひっくり返して、 hの「フッ」を息だけでつくってから、 wを強く「ウッ」

what, when, why, where, white, which

例外： w を発音せずに hだけが残る： who, whole

母音ペア 最初の母音をアルファベット読みし、２番目の母音は発音しない

ai&ay iや yを無視して「エイ」

aid, aim, bait, chain, faint, gain, train, rain
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ea aを無視して「イー」

beach, meat, read, seat, tea

例外： eaを「エ」と読む場合：heavy, dread, bread

ee 後の eを無視して「イー」

free, green, jeep, need, seek, keep, week

ie 語末なら eを無視して「アイ」、語中なら「イー」

「アイ」 tie, pie, lie, die

「イー」 field, believe

oa aを無視して「オウ」

boat, coat, loan, road, throat

ue eを無視して多くの場合「ウー」で時に「ユー」

「ウー」 blue, Sue, true, clue, glue

「ユー」 cue, rescue, due, argue, issue, value, tissue, pursue

ui iを無視して「ウー」

suit, cruise, fruit, juice

母音を含むペア

air&are 口を横に強く広げ「エ」と言いながら、舌先を内側に丸めていって「エ r 」

air, hair, pair, fair

ar 口を縦に大きく広げ「アー」と言いつつ、あごは動かさずに舌先を内側に丸めていって「ア r 」

arm, far, park, car, star

au&aw のどの奥から「オー」

August, autumn, sauce, laundry, law, war, straw, lawn

voYhr

5



ear 口を横に強く広げ「イ」と言いながら、舌先を内側に丸めていって「イ r 」

ear, clear, gear

ei 口を横に広げ「エ」と言ったあとに、弱い「ィ」を添えて、一音で「エィ」

eight, weight

er&ir 口を少しだけ開け、はっきりしない音で「ア」と言いながら、あごは動かさずに舌先を内側に丸

めていって「ア r 」

center, girl,

ew くちびるを丸く突き出し「ユー」

news, few, view, nephew

oi&oy 口を丸めてノドの奥から強く「オ」、それに弱い「ィ」を添えて「オィ」

oil, soil, foil, toy, soy, coy

oo くちびるを丸めて、ノドの奥から「ウ」か「ウー」

「ウ」 book, look, hood, wood

「ウー」 pool, school, stool, boom

or&ore口をすぼめて「オー」と言いながら、あごは動かさずに舌先を内側に丸めていって「オ r 」

airport, core, storm, more

ou 「アウ」 cloud, round, about, loud, house

例外： rough, country では「ア」

ow 「オウ」か「アウ」

「オウ」 grow, slow, snow, window

「アウ」 down, allow, now, town
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